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　本年、倶知安・サンモリッツの姉妹都市提携 50 周年を迎えられましたことは、

本町にとって大変光栄なことであり、誇りであると思っております。

　5月にはシギ・アスプリオンサンモリッツ市長をはじめ、6名の公式訪問団の方々

をお迎えし、本町において姉妹都市提携 50 周年をともに祝うことができましたこ

とは、大きな喜びであり、感激の思いでいっぱいでした。今年は日本とスイスの国

交樹立 150 周年を迎える記念すべき年でもあり、ウルス・ブーヘル駐日スイス大使

ご夫妻にも記念式典へのご臨席をいただきました。他にも多くの方々とともに 50

年をお祝いできましたことに、心より感謝申し上げます。

　また、かつて同年にお互いの町を訪問しあえたことはありませんでしたが、今回

初めて私たち公式訪問団 23 名により 14 年ぶりにサンモリッツ市を訪問することが

できました。50 周年という記念すべき年に今までにない交流ができたことは、姉

妹都市関係をより一層深めることにつながったのではないかと思っております。

　約 9,000 キロ離れた本町とサンモリッツ市は、1964 年に姉妹都市提携を締結し

ました。日本・スイス両国間における初の姉妹都市提携となった倶知安とサンモリッ

ツは、50 年という長い月日をかけて交流の輪を広げ、友好の絆を築いてまいりま

した。この間、多くの先人達が、次の世代へと絆を引き継ぐため尽力してこられま

した。50 年前にサンモリッツと姉妹都市を結ぶという英断をした当時の高橋清吉

町長をはじめ、多くの関係者の皆さまには感謝の思いでいっぱいです。

　サンモリッツは世界トップクラスのリゾート地として、150 年以上の歴史をもっ

ております。本町もサンモリッツから様々なことを学び、今や国際リゾート「ニセ

コ」の中核都市へと成長しました。互いに冬のリゾート地という共通点を持つ私た

ちは、今後の交流を通じて刺激し合い、さらに発展していけるものと信じておりま

す。

　50 周年を一つの節目として、今以上の友好関係を築くために、一歩ずつ前に進

んでまいりたいと考えております。

倶知安・サンモリッツ姉妹都市提携 50 周年にあたって

倶知安町長　　福　島　　世　二
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Dear Mayor
Dear Ladies and Gentlemen

In the name of the Town of St. Moritz I would like to express my deepest thoughts 
and wishes to you. Our sister city friendship has now been lasting for 50 years and 
is still prospering. This year our board members had the opportunity to come and 
visit the beautiful city of Kutchan and meet and greet the people of your lovely town. 
The hospitality given to us was outstanding and we have enjoyed every second we 
spent with you. We took many dear memories back home to St. Moritz and passed 
our impression on to our fellow citizens. In return we were very proud to welcome 
your delegation to St. Moritz for the festivities and the naming of the Paracelsus 
Spring.

We hope to be keeping up the good relations in the future. The student exchange 
is very successful and gives our younger population the chance to experience a 
different culture. As for the ski instructor’s exchange program, we are certain that 
both the Japanese and the Swiss teachers can profi t and learn from each other in 
the near future.

We will do our best to keep up our good relations and strengthen them in the years 
to come. This way our successors will be able to inherit a stable and prospering 
sister city friendship.

Message to the People of Kutchan

Administration of the town of St. Moritz
The Mayor Sigi Asprion
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拝啓

倶知安町長殿

倶知安町の皆さま

　サンモリッツ市を代表して、ここに私の心からの思いと、願いを述べたいと思い

ます。私たち姉妹都市の友好は 50 年間に渡り継続し、今なお発展しています。

　今年、私たちは美しい倶知安町を訪問する好機に恵まれ、その素敵な町に住む人々

とお会いし、交流することができました。そのおもてなしは心温まる素晴らしいも

のであり、皆様と楽しい時間を過ごさせていただきました。私たちはその多くの思

い出をサンモリッツに持ち帰り、サンモリッツ市民にその感銘をお伝えしました。

そのお返しとして、パラセルサスフォーラムの祝典と除幕式に、倶知安代表団をサ

ンモリッツへお迎えできたことを大変光栄に思います。

　私たちはこの素晴らしい友好関係をずっと続けていくことを希望しています。青

少年交流事業は大変成功しており、若い世代が異なる文化を体験できるよい機会と

なっています。

　スキーインストラクター交流事業に関しては、日本人とスイス人のインストラク

ター双方にとって大変有益であり、お互いに学びあうことができると確信していま

す。

　我々はこれからも将来にわたり、この素晴らしい友好関係を続けて行くことがで

きるよう最大限の努力をする所存です。そうすることにより、後継者たちが姉妹都

市友好関係をしっかりと繁栄させ、継承していくことができるでしょう。

倶知安町の皆さまへメッセージ

サンモリッツ市長　　シギ　アスプリオン
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　倶知安町とサン・モリッツ市が姉妹都市提携 50 周年を迎えるにあたり市民の皆様に

心からのお祝いを申し上げます。姉妹都市関係が締結された 1964 年、日本とスイスは

経済、政治、文化面の交流で既に 100 年の友好の歴史を享受していました。あれから

50 年が経ち、倶知安町とサン・モリッツ市の友好 50 周年が日本とスイス両国国民の友

好 150 周年と重なることは誠に喜ばしいことです。

　スイスと日本の山岳や渓谷は異なるかもしれませんが、冬のスポーツリゾートとして

有名なサン・モリッツ市と倶知安町には、特徴ある魅力に満ちた美しい自然など、多く

の似たところがあります。この姉妹都市提携は、正確さや信頼性、効率の良さといった

基本的価値を分かち合い、又伝統と自然の美しさを大いに尊重する両国民の国交樹立

150 周年に相応しい象徴的役割を果たしていると思います。

　二国間の絆を強めるものは市町村や市民間の長年の交流と友好以外にはありません。　

私は、サン・モリッツ市と倶知安町、そしてスイス連邦と日本国の友好がこれからもずっ

と続くことを期待しています。

For the celebration of the 50th anniversary for Kutchan and St. Moritz
倶知安町とサン・モリッツ市との姉妹都市提携50周年によせて

The Ambassador of Switzerland to Japan
Urs Bucher

駐日スイス大使　　ウルス　ブーヘル

It is a great pleasure for me to convey my warmest greetings and congratulations to 
the people of Kutchan and St. Moritz on the occasion of the 50th years anniversary 
of their sister city partnership. When their bond of friendship was signed in 1964, 
Japan and Switzerland had already been sharing a 100 year old history of ever 
growing economic, political and cultural interconnection. Today, 50 years later, I 
am especially happy that this 50th anniversary for Kutchan and St. Moritz also 
corresponds with the 150th anniversary of friendship between the people of Japan 
and Switzerland.

While the mountains and valleys in Switzerland and Japan may differ, as thriving 
winter sports resorts, St. Moritz and Kutchan share many similarities, both 
displaying quite contrasting but equally beautiful natural landscapes that have 
their very own distinct charm. This sister city partnership  indeed serves as a great 
symbol of the 150 years of diplomatic relations between two countries whose 
people share essential core values, such as precision, reliability and efficiency, 
along with an appreciation for tradition and the beauty of nature.  

There is nothing that fuses the bonds between two countries more than long lasting 
exchanges and friendships between its towns and citizens. I am looking forward to 
many future years of continuing friendship between St. Moritz and Kutchan, as well 
as Switzerland and Japan.
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　このたび、倶知安町とサンモリッツ市が姉妹都市提携 50 周年を迎え、心からお

祝い申し上げます。

　昭和 39 年のインスブルック冬季オリンピックを契機に結ばれた、倶知安町とサ

ンモリッツ市の姉妹都市提携は、日本・スイス間の初めてのものであり、両国の架

け橋となっています。

　半世紀にわたり、中高生の交流による国際的な人材の育成や、住民訪問団による

相互訪問などを通じ、互いの文化や慣習を尊重しながら、活発な交流を続けてこら

れた皆様の熱意とたゆまぬご努力に深く敬意を表します。

　近年は、情報通信技術や交通手段の発達により、人、モノ、情報などが迅速に移

動可能となり、地域が国際社会と繋がることによって、世界の人々との交流や協力

の機会が拡大してきております。

　ここ倶知安・ニセコエリアは、日本屈指の雪質を誇る国際観光リゾート地として

注目を集めており、国内外から多くの観光客が訪れ、海外からの移住者も増加傾向

にあります。

　こうした中、後志総合振興局としても、関係の皆様とともに、食の魅力や豊かな

景観など多彩な資源を生かした観光地づくりとともに、外国人観光客の誘客促進や

利便性の向上などを目指す「しりべし国際観光リゾートエリア形成プロジェクト」

に取り組んでおります。倶知安町が進めるサンモリッツ市との交流をはじめとする

様々な取組は、このプロジェクトの実現のためにも大変心強く思っております。

　倶知安町・サンモリッツ市姉妹都市提携 50 周年を節目として、両地域の交流が

ますます活発となり、将来に向かって発展することを心からご祈念いたします。

姉妹都市提携 50 周年を祝して

北海道後志総合振興局長　　宮　川　　秀　明
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　「トップ・オブ・ザ・ワールド」世界の頂点にある高級リゾートサンモリッツと

倶知安が姉妹都市の調印をしてから 50 年、これまで多くの先人達がその友好の絆

を守り続けてきた偉大さをしみじみと感じ、未来の倶知安をサンモリッツとあわせ

て考えるよい機会でもありました。

　私は 1998 年 9 月、前伊藤弘町長の親書を持ち 9 名の町民海外研修事業団長とし

てサンモリッツを訪問し、今後の具体的な友好都市としての交流の方針等の打ち合

わせに行って以来 2度目の訪問でした。

　自然と歴史、宗教観に抱かれたその紳士的な国民性に改めて驚愕の思いでした。

美しい森と点在する湖、ベルニナアルプスに囲まれたサンモリッツは、爽やかな気

候とサンモリッツブルーと呼ばれる晴天に恵まれたマウンテンリゾートで、世界の

VIP が集う高級リゾートでもあり 5 ツ星ホテルや有名ブランドショップが建ち並ん

でいます。過去 2回の冬季オリンピックをはじめ、数多くのアルペンスキー国際大

会が開催されてきたウィンタースポーツの聖地であり、冬のスキーリゾート地とし

て有名ですが、夏のハイキングやサイクリング、ゴルフ、ヨット、乗馬など多彩な

アクティビティも楽しめ、私たちが訪問した時には温泉スパとして世界に誇る施設

も完成しました。

　また画家ジョバンニ・セガンティーニ美術館は、展示数など小規模な美術館でし

たが、代表作の大作も多く楽しめる重厚な展示でした。我が町の小川原脩記念美術

館も決して引けを取らぬ美術館だと改めて認識しました。大切なのはせっかくある

我が町の宝をどのように生かすのか、町民が誇りを持つことから始まると思います。

　サンモリッツにはベルニナ山脈の名峰、神秘的な湖など魅力は尽きませんが、質

の高い観光地として倶知安・ニセコ連峰はスイスに負けない魅力をたくさん持ち合

わせています。2026年 2度目の札幌冬季オリンピック招致の機運が高まり、ニセコ・

倶知安町も有力なコースとして注目されています。オリンピックはニセコの魅力を

発信する絶好の機会であります、サンモリッツに追いつけ追い越せと発展させて行

きましょう。

　これからも友好の絆が次世代へと受け継がれ、深まることを願っています。

倶知安・サンモリッツ姉妹都市交流 50 周年を契機に

倶知安町議会議長　　鈴　木　　保　昭
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　サンモリッツ市との姉妹都市提携 50 周年を迎えるに当たり、50 周年記念事業実

行委員会が昨年 8 月に立ち上がりました。この実行委員会は、50 周年を節目とし

て記念行事、そして今後の姉妹都市提携事業がどうあるべきかを検討することが目

的として設立いたしました。

　幅広い年代、そして過去にサンモリッツを訪れた住民のみなさんで構成された委

員会では、毎回多くの貴重な意見が出され、倶知安の人たちはこんなにもサンモリッ

ツに対する想いが深いのだと感銘を受けた次第です。

　記念行事では、来町される方々に倶知安らしいおもてなしをすることに重点を置

きました。東急リゾート様のご協力により特別にゴンドラを運行していただきエー

スヒルから羊蹄山をご覧いただき、ひらふ坂の散策、駅前通りの散策では多くの町

民が市長をはじめとする訪問団の皆様を出迎えてくれました。

　サンモリッツ市との交流では交換留学を中心とした人の交流が主であったことも

あり、今回の記念事業も住民との交流、倶知安文化との交流を中心に企画しました。

きっと喜んでくれるだろうと期待しましたが、逆にシギ市長のお心遣いに私たちが

HAPPY な気持ちにさせられたのです。サンモリッツは、TOP OF THE WORLD、世界最

高級マウンテンリゾートであり、相手に対する気配りや笑顔に我々は改めて見習う

べきことが多いことを認識した次第です。

　国際リゾート都市を目指している倶知安町にとってサンモリッツ市と姉妹都市で

あることは光栄であり名誉なことで、「国際リゾート都市のモデルとして学ぶ」こ

とが今後の提携事業の大きな柱の一つとなるでしょう。

　また、もう一つの柱は「人材交流」です。交換留学生制度は子どもたちが世界観

を養い、故郷を見つめ直し知る絶好の機会であり、将来の倶知安を担う人材育成に

繋がってます。今後この人材交流がもっと多くの子どもたちが経験できる仕組みに

していくことが国際リゾート都市倶知安の実現への大きなステップとなることと思

います。また、5 月のシギ市長の来町、7 月のサンモリッツへの訪問では現在の倶

知安町が国際リゾートとして進化する中で大変参考になり得るものが多かったと報

告があります。

　これからの 50 年、100 年先を見据えた倶知安町づくりをサンモリッツ市と共に

歩んでいくことが我々の使命であると思います。

サンモリッツ姉妹都市提携 50 周年にあたり

姉妹都市提携 50 周年記念事業実行委員長　　本　田　　哲
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　昭和 39（1964）年 2 月 1 日、サンモリッツを

訪れた高橋清吉町長は、サンモリッツ市長のフ

リッシュ・サルトモ氏に姉妹都市提携の提案をし、

快諾されました。写真のハンカチは、当時高橋町

長に同行していた新田知一氏が何か証明するもの

を、ということで差し出したハンカチに、フリッ

シュ氏を含めサンモリッツ側 3名がサインし、公

印を捺したものです。ハンカチは 2枚あり、どち

らにも同じサインがされています。ともに中央の

サインがフリッシュ氏のサインです。

　この時、日本とスイスは国交樹立から 100 年が

経っていましたが、両国間において姉妹都市提携

を結んだ自治体はありませんでした。倶知安とサ

ンモリッツの姉妹都市提携は、日本・スイス間に

とって初めてのことでした。北海道内においても、

当時海外の都市と姉妹都市提携を結んでいたのは

倶知安・サンモリッツ
友好の第一歩

札幌市と旭川市のみで、道内 3例目となります。

　姉妹都市を結ぶということは、倶知安にとって

は大きな挑戦でした。当時の倶知安はスキーリ

ゾート地としてまだまだ知名度が低く、スキーリ

ゾート地として 100 年の歴史を誇る「トップ・オ

ブ・ザ・ワールド」サンモリッツには遠く及びま

せんでした。しかし、高橋町長の英断でサンモリッ

ツと姉妹都市となり、サンモリッツから多くを学

ぶことで、ニセコを擁する倶知安は国際スキーリ

ゾート地へと成長を遂げました。

　平成 26（2014）年に、倶知安とサンモリッツ

は姉妹都市提携 50 周年を迎えました。8979 ㎞離

れ、言葉も文化も何もかもが違う倶知安とサンモ

リッツ。50 年の月日を通じて、お互いに友情と

信頼を築き上げてきました。その最初の一歩が、

この 2枚のハンカチなのです。

ハンカチから始まった 50 年の歴史
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　私たちの町倶知安はひらふなどのスキー場を有

し、今や国際スキーリゾートとして世界的に有名

となりました。上質なパウダースノーを誇る倶知

安を形容する際、「東洋のサンモリッツ」と言う

ことがあります。

　「東洋のサンモリッツ」とは、最初に誰が用い

た言葉なのでしょうか。実は、日本に本格的なス

キー技術を伝えたオーストリア武官レルヒ中佐だ

と言われています。当時は倶知安・ニセコエリア

を特定して用いられた言葉ではなく、北海道の冬

の景観を言ったものです。小樽新聞（現在の北海

道新聞）に「東洋のサンモリッツ」が活字として

初めて出たのは昭和 3 年 2 月 22 日のことです。

レルヒ中佐と羊蹄山のスキー登山を決行した日本

軍人三瓶勝美氏が新聞インタビューで、①雪質の

良好と量の多さ②優れた地形③湖水あり温泉あり

－の3点を挙げて極賞し、第2のスイスと喜び、「十

年後には必ず『東洋のサンモリッツ』として大発

東洋のサンモリッツと呼ばれた倶知安

展を遂げるだろう」とレルヒ中佐が語ったと話し

ています。

　同年 2 月 21 日、スイス・サンモリッツで行わ

れた第 2 回国際オリンピック冬季競技大会に、6

名の日本選手が初めて参加しました。さらに、同

年 2 月 20 日から約二週間、秩父宮さまの北海道

スキー旅行が行われ、同年 3月 1日の小樽新聞で

は、「極東のサンモリッツに / 最後の御思出 / 霊

泉に恵まれた好スロープ /御滞在は 3日間」と報

じられました。この頃から、青山温泉（現在の昆

布温泉郷付近）を含めたニセコ地方のイメージが、

世界に冠たるスキーリゾート地サンモリッツと重

なるようになり、ニセコ地方を特定して「東洋（極

東）のサンモリッツ」と呼び始めたのではないか

と考えられています。

　縁もゆかりもなかった倶知安とサンモリッツ

は、お互いの町が誇る「雪」と「スキー」によっ

てつながり始めました。

　昭和 39 年 1 月 29 日～ 2月 9日にかけて、オー

ストリア・インスブルックで開かれる冬季オリン

ピック大会の視察研修団に、倶知安より高橋清吉

町長、町内運動具店経営の新田知一さんが参加し

ました。視察日程にスイス・サンモリッツに 4泊

する予定があることを知り、高橋町長はサンモ

リッツ市長との接触を試みました。サンモリッツ

に着くと早速申し入れをし、2 月 1 日午後 3 時半

にホテルで会うことになりました。同行していた

新田さんは、高橋町長の一日秘書として会合に同

席しました。H・サルトモ市長は助役とともにお

見えになり、高橋町長は用意していたニセコの絵

はがき、バッジ、人形などを贈りました。1 時間

半ほど話し合い、最後に姉妹都市の縁を結びたい

との意向を述べました。H・サルトモ市長は二つ

返事で快諾し、その証明として同行していた新田

知一さんの差し出したハンカチにサインし、役所

で使う公印を名前のそばに捺しました。

　2 月 15 日に帰町した高橋町長は、職員の歓迎

会と記者団との会見でサンモリッツとの姉妹都市

提携の概要を説明し、3 月 19 日の町議会に姉妹

都市提携決議文を提案し、提案どおり可決、3 月

21 日に決議文などをサンモリッツに送り回答を

待ちました。

サンモリッツと結んだ友好の絆　姉妹都市提携の瞬間

　同年 12 月 5 日、サンモリッツから 6月 11 日の

本議会において決議した旨の回答が届きました。

サンモリッツから届いたドイツ語の手紙には、「倶

知安と姉妹都市になれることを、全市民はとても

喜んでいます」と書かれていました。これにより、

姉妹都市提携が正式にスタートしました。

サンモリッツから届いた手紙に同封されていた写真

です。中央の人形は、高橋町長が贈ったものです。
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姉妹都市提携 50 周年記念事業実行委員会姉妹都市提携 50 周年記念事業実行委員会

　姉妹都市提携 50 周年を目前に控えた平成 25 年

8 月 8 日、「サンモリッツ姉妹都市提携 50 周年記

念事業実行委員会」が組織されました。この実行

委員会は、姉妹都市 50 周年を迎えるにあたって、

倶知安とサンモリッツの絆を再確認し、より一層

の発展を目指すにはどうすればいいのかを検討・

実行するための組織です。

　実行委員会のメンバーは、過去に海外研修や青

少年交流事業でサンモリッツに行ったことがある

方や、観光業を営んでいる方、さらには倶知安観

光協会、スキースポーツ関係団体や商工会議所か

らも人が集まり、総勢 33 名で結成されています。

中には福島町長をはじめとする役場職員も参加し

ています。サンモリッツと関係の深い人たちが集

まり、姉妹都市提携 50 周年を実り多きものにし

ようと活動を始めました。

　平成 25 年 10 月には、翌年にサンモリッツから

公式訪問団が来町することが決定。実行委員会で

は、サンモリッツの方々をどのようにおもてなし

するかを中心に検討を進めました。実際に来町さ

れた際に実施した「倶知安・サンモリッツ姉妹都

市提携 50 周年記念歓迎レセプション」において、

実行委員会で出されたアイデアを採用し、屋台の

出店や餅つき体験を実施しました。実行委員会と

行政が協力しておもてなしをし、サンモリッツ公

式訪問団の方々も大変喜んで帰国の途につかれた

ようです。

　その他にも、50 周年を機に交流事業を発展さ

せるべく、実行委員から出された意見をもとにさ

まざまな検討がなされました。同じ冬の観光リ

ゾート地として互いに学び合うことはできないだ

ろうか、何か姉妹都市を象徴するものを制作でき

ないだろうか、子どもたちの交流をもっと盛んに

できないだろうかなど、多くのアイデアが出され

ました。

　それらの意見を町で精査し、いくつかは実現に

向けて動き出しています。姉妹都市を象徴するも

のとしてレリーフを制作し、ひらふ地区に建設予

定の観光中核施設において展示することを検討中

です。また、子どもたちの交流である青少年交流

事業による短期留学において、人数をもっと増や

すことを念頭にサンモリッツ側と調整に入る予定

です。

実り多き 50 周年を目指して 姉妹都市交流を前に進めるために

　この実行委員会という存在は、倶知安とサンモ

リッツの交流が行政と民間の協力によって進めら

れてきたという証であり、今後も力を合わせて交

流事業を発展させていきたいという町の意思の表

れと言えます。実行委員会という組織は平成 26

年 11 月末に解散となりましたが、行政と民間が

知恵を出し合い、よりよい姉妹都市交流を実践し

ていくという姿勢は変わることはありません。

交替で中高生を送り合う青少年交流事業



〈サンモリッツ公式訪問団〉

（写真上段左より）

シギ・アスプリオン（Sigi Asprion）サンモリッツ市長

クリスティアーノ・ルミナティ（Cristiano Luminati）

サンモリッツ副市長

　（電力・森林管理・市民交通担当）

バーバラ・ステヒャー（Barbara Stecher）

　シティマネージャー

（写真下段左より）

アニータ・ウルファー（Anita Urfer）

　局長（環境・衛生・社会福祉・教育・文化担当）

マウリツィオ・ピロラ（Maurizio Pirola）

　局長（登山鉄道・消防及び市民セキュリティ担当）

ハンス－ルドルフ・シャフナー

（Hans-Rudolf Schaffner）

　局長（医療・スポーツ全般・産業担当）
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15 年ぶりの交流　サンモリッツ公式訪問団来町15 年ぶりの交流　サンモリッツ公式訪問団来町

　平成 26 年 5 月 27 日（火）、シギ・アスプリオ

ン市長をはじめとする 6名のサンモリッツ公式訪

問団が来町しました。サンモリッツの方の来町は

平成 18 年以来 8 年ぶりで、公式訪問団という形

では実に 15 年ぶりのことです。

　町役場に到着したサンモリッツ公式訪問団を迎

えたのは、倶知安町無形民俗文化財である羊蹄太

鼓の音色（演奏は羊蹄太鼓保存会鼓流）。そして、

倶知安小学校 3年生の子どもたちと、新田知一さ

んによる花束の贈呈。サンモリッツの方々も笑顔

になり、倶知安の歓迎を大変喜んでおられました。

　場所を役場庁舎 3階の議場に移し、福島町長か

ら歓迎の挨拶を述べ、続いてアスプリオン市長よ

り感謝の言葉が述べられました。

　その後、倶知安風土館と小川原脩記念美術館を

訪問しました。倶知安風土館では、姉妹都市提携

50 周年を記念したサンモリッツ展示を行ってお

り、50 年前に姉妹都市締結を約束したときのハ

ンカチや、平成 11 年の交流事業調印書などの展

示を、サンモリッツの方々も興味深くご覧になっ

ていました。

　小川原脩記念美術館では、美術館長の案内で絵

画をご覧になりました。来町された 6名の方も美

術に高い関心をお持ちのようで、絵をじっと見つ

める方もいらっしゃいました。

　夜には、ホテルシャレーアイビーにおいてウェ

ルカムパーティーを開催しました。倶知安からは

町長をはじめ、商工会議所や観光協会など各界の

代表者が集まり、ささやかではありますが歓迎の

夕食会を行いました。サンモリッツの方々は日本

食を楽しみにしておられたようで、お寿司やうど

んなど、日本ならではの料理に舌鼓を打っておら

れました。途中、アスプリオン市長から倶知安側

の出席者全員にプレゼントが贈られるなど、終始

和やかな雰囲気で会は進み、皆さんで交流を深め

ておられました。

サンモリッツより訪問団 6名が来町

ようこそ倶知安へ！

アスプリオン市長に花束を贈呈する新田知一さん
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　5 月 28 日（水）。サンモリッツ公式訪問団の倶

知安滞在 2日目のこの日は、ひらふ地区の見学か

ら始まりました。サンモリッツは 150 年の歴史を

誇るスキーリゾート地です。ひらふ地区は、近年

世界的なスキーリゾート地として有名になってき

ており、是非サンモリッツの方々にも見ていただ

きたいということで、倶知安観光協会とその関係

者の案内でひらふ地区を回りました。

　残念ながら雪は融けており、「冬の観光地ひら

ふ」をお見せすることは叶いませんでしたが、特

別に稼働してもらったゴンドラに搭乗し、山の中

腹から羊蹄山や倶知安の町並みをご覧いただくこ

とができました。

　倶知安駅に到着後、サンモリッツの方々は駅前

商店街を散策しました。駅前通りでは、スイス国

旗を持った町民の方々がお出迎えしてくださいま

した。サンモリッツの方々は町民の歓迎に笑顔で

応え、時折足を止めては町民と握手をするなど、

触れ合いのひと時を過ごされました。

　今年は日本・スイス国交樹立 150 周年にあたる

年です。倶知安とサンモリッツは、日本・スイス

間において初の姉妹都市です。姉妹都市提携 50

周年と同じ年に、母国同士である日本・スイスが

大きな節目を迎えたことは、倶知安にとって大変

名誉なことです。

　この日の午後、倶知安に来られたウルス・ブー

ヘル駐日スイス大使とそのご夫人。お二人は、夕

方に予定されている倶知安・サンモリッツ姉妹都

市提携 50 周年記念式典と歓迎レセプションに出

席するために来てくださいました。

　駐日スイス大使の来町は、平成 6年のシュテヘ

リン駐日スイス大使（当時）の来町以来、実に

20 年ぶりのことです。

ひらふ地区を見学

　昼食後は、倶知安駅へと移動する道中にあるサ

ンモリッツ大橋に立ち寄りました。サンモリッツ

大橋は、姉妹都市提携 40 周年を記念して建設さ

れ、平成 17 年に完成しました。翌 18 年にサンモ

リッツの方々が訪問されたときにも立ち寄り、そ

こで記念碑の除幕式が行われました。今回来られ

た方々も記念碑をご覧になり、刻まれている友好

の言葉に大変喜んでおられました。

ウルス・ブーヘル駐日スイス大使来町

サンモリッツ大橋にて

町民との触れ合い

ブーヘル駐日スイス大使（右から2番目）と、
そのご夫人（左端）
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　倶知安とサンモリッツでは文化に大きな違いが

ありますが、お互いの文化に高い関心を持ち、尊

重し合うことで 50 年の友好を築き上げてきまし

た。訪問団の方々も同じで、日本・倶知安の文化

に大変興味を持っておられるようでした。

　28 日の午後、文化福祉センターにおいて、日

本文化体験を行いました。居合・剣道、書道、茶

道など、日本ならではの文化に触れ、お互いに理

解を深めようという交流事業です。文化体験を始

める前に、公式訪問団のうち女性 2名は、着付け

をしてもらい、着物に着替えました。

日本文化に触れる

　最初は居合・剣道体験。倶知安剣道連盟による

居合と剣道の形の披露が行われました。大きな声

をあげて刀を振るう姿に少し驚いていましたが、

刀（模造刀）を手に取って剣道連盟の方に熱心に

質問している方もいました。最後には実際に刀を

振らせてもらうことができました。どのように振

ればいいのか分からず戸惑う方もいましたが、皆

さん楽しそうに刀を振っていました。

　次は書道体験です。土筆書道会の方による指導

のもと、「花」と「空」の二文字から一つを選び、

実際に筆を使って書きました。皆さん書道が初め

てとは思えないほど上手に書いておられました。

何度か練習した後で色紙に書いて、自分のサイン

を小筆で書き込みました。この色紙は記念として

皆さんに持ち帰っていただきました。

　最後は茶道体験です。裏千家茶道の先生と茶道

サークルの方々にお茶をたてていただき、茶菓子

と一緒に振る舞っていただきました。日本の茶道

には礼儀作法があります。サンモリッツの方々も、

先生や茶道サークルの方に教えてもらいながら、

茶わんの持ち方、お茶の飲み方、茶菓子の取り方

や食べ方などを実践しました。
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　倶知安滞在最終日の 5月 29 日（木）、公式訪問

団一行は子どもたちとの交流を行いました。

　最初に向かったのは、西小学校樺山分校。樺山

分校では、校長先生による学校の概要説明を受け

た後、子どもたちの授業風景を見学しました。見

学に訪れた教室では、子どもたちから英語で自己

紹介などを受ける場面もありました。

　最後には、樺山分校全校児童によるよさこいを

披露していただきました。サンモリッツの方々は

見慣れない踊りを楽しそうにご覧になり、写真に

収める方もいらっしゃいました。樺山分校には外

国人の子どもも多く通っており、子どもたちから

の歓迎の言葉は日本語、英語の両言語で伝えられ、

それにもとても喜んでいる様子でした。

　午後からは、旭ヶ丘パークゴルフ場において

パークゴルフ体験を行いました。サンモリッツに

おいてパークゴルフは一般的ではなく、サンモ

リッツの方々も初めての方ばかりでした。

　福島町長も参加し、パークゴルフ協会の方に指

導者として入っていただき、3 チームに分かれて

行いました。慣れないためか苦戦しているようで

したが、終わったときには皆さん楽しかったと

おっしゃっていました。

子どもたちとの交流

　次に向かったのは、西小学校です。西小学校で

は、5 年生の英語の授業に参加しました。授業は

英語を使ったゲーム形式で進められ、サンモリッ

ツの方々も子どもたちの中に入り、一緒に楽しん

でいました。子どもたちも積極的にサンモリッツ

の方々と英語でコミュニケーションをとってお

り、サンモリッツの方の中には、西小学校での子

どもたちとの触れ合いが最も思い出深いと話して

いる方もいらっしゃいました。

　西小学校の子どもたちからは、最後に手作りの

プレゼントが贈られました。サンモリッツの方々

からも帽子のプレゼントがあり、交流の最後にみ

んなで記念撮影を行いました

パークゴルフを体験

　サンモリッツ公式訪問団最後の訪問先は、芝桜

の丘です。町内在住の元農家の三島さんが手入れ

をしており、多くの見物客が訪れる倶知安の観光

名所です。この日は残念ながら満開とはいきませ

んでしたが、それでも見事に咲き誇る芝桜を目に

し、サンモリッツの方々も感激しておられました。

倶知安名物芝桜を見学

　倶知安での全行程を無事に終え、サンモリッツ

の方々も大変満足しておられるようでした。最後

のお見送りセレモニーのときには、倶知安のおも

てなしへの感謝を述べておられました。倶知安滞

在の 2泊 3日は短い時間ではありましたが、お互

いの絆を確かめ合い、友好をさらに深めることが

できる 3日間となりました。

　7 月には倶知安公式訪問団のサンモリッツ訪問

が決まっており、サンモリッツの方々は再会の約

束を胸に帰国の途につきました。

7 月の再会を約束して
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未来へとつなぐ　姉妹都市提携50周年記念式典未来へとつなぐ　姉妹都市提携50周年記念式典

　5 月 28 日（水）17 時より、ホテル第一会舘に

おいて「倶知安・サンモリッツ姉妹都市提携 50

周年記念式典」が執り行われました。式典には、

ウルス・ブーヘル駐日スイス大使とそのご夫人を

はじめ、伊藤前町長ご夫妻、宮下名誉町民ご夫妻

など、多数の来賓の方にご出席いただきました。

また、町議会議員や商工会議所、町内会連合会な

ど、さまざまな団体、個人にもご出席いただき、

総勢 117 名の出席者のもとで式は進みました。

　式の冒頭、福島町長は次のように式辞を述べま

した。

　「一口に 50 年と申しますが、この間、21 世紀

の世界を担う子どもたちのための学生交流や使節

団の交換をはじめ、スポーツ、文化など様々な交

流があり、両町の町民一人一人が交流の輪を広げ、

友好の絆を引き継いで今日を迎えたものでござい

ます。」

　アスプリオン市長も同様のことを式辞で述べら

れています。

　「若い世代の活動のおかげで、倶知安とサンモ

リッツの友情が今後もさらに強まり、緊密になっ

ていくと私は確信しております。前の世代が 50

年前に始めたことは、さらに拡大されるにせよ、

同じスタイルで受け継がれていくべきものです。」

　倶知安とサンモリッツは、お互いに友情を感じ、

それを一人一人が受け継いできたからこそ、今日

の友好関係を築くことができました。

人々が受け継いできた歴史 福島倶知安町長の式辞

　倶知安・サンモリッツ姉妹都市提携 50 周年にあたり、

一言ご挨拶を申し上げます。本日は倶知安町とサンモリッ

ツ市にとりまして、歴史に残る日として、シギ・アスプリ

オン市長をはじめとするサンモリッツ代表団の皆様を迎え

まして、本町で姉妹都市提携 50 周年を共に祝う機会を得

ましたことは、私にとりまして大きな喜びであり、感激の

思いでいっぱいでございます。

　また、今年は日本とスイスの国交樹立 150 周年を迎える

記念すべき年であります。お忙しい中、ご来町いただいた

ウルス・ブーヘル駐日スイス大使ご夫妻をはじめ、多くの

方々にご臨席いただき心より感謝申し上げます。

　本町とサンモリッツ市は、1964 年に姉妹都市提携を締

結いたしました。日本・スイス両国間では現在 13 の自治

体と姉妹都市提携が締結されておりますが、私たちは日本

国内第 1号の提携でありました。

　以来、20 世紀から 21 世紀へと、大きな節目を経て今年

50 周年を迎えました。一口に 50 年と申しますが、この間、

21 世紀の世界を担う子どもたちのための学生交流や使節

団の交換をはじめ、スポーツ、文化など様々な交流があり、

両町の町民一人一人が交流の輪を広げ、友好の絆を引き継

いで今日を迎えたものでございます。

　異なる風土、習慣、また言語の違いを超えて、このように、

半世紀という永きにわたる友好関係を継続して築くことが

できましたのは、両町のお互いを大切にしたいと思う町民

の熱い心であり、さらには姉妹都市交流を支えてくださっ

た多くの皆様方の努力の賜物と、心から感謝申し上げます。

　今日の倶知安町はマウンテンリゾート「ニセコ」の中核

都市として成長し、特にこの 10 年間で大きな変貌を遂げ

てまいりました。

　「ニセコ」は年間 40 万人の外国人観光客をお迎えし、海

外からの積極的な開発投資が行われております。「ニセコ」

のパウダースノーと“えぞ富士”羊蹄山は国内外の人々を

魅了し続けています。

　サンモリッツはすでに世界のトップリゾートとして 100

年の歴史がございます。本町をはじめとする「ニセコ」は、

今ようやく世界を視野に「国際リゾートの創出」をめざし

はじめました。本町がサンモリッツから学ぶべきことは多

く、今後の交流に期待するところであります。

　そして、本日、ここにお集まりの皆様方お一人お一人の

行動により、姉妹都市交流の輪がさらに広がりますことを

期待しているところです。今後は、この 50 年に及ぶ交流

の長い歴史を大切にしながら、更なる友好交流をめざして

まいりたいと考えております。

　この姉妹都市交流 50 周年が両町の発展と、日本とスイ

スの一層の友好関係を促進する新たな旅立ちの日となるこ

とを祈念して式辞とさせていただきます。



　改修には何年もかかりましたが、建物は見事に生まれ変

わりました。フォーラムパラセルサスのプレートには、倶

知安町への献呈の字が刻まれています。私たちにとっては、

単なる姉妹都市を越える町なのです。姉妹都市という関係

を、友情という関係に置き換えてもいいほどです。皆さま

がサンモリッツを訪問される日を、心からお待ちしており

ます。

　後程、記念品をお渡ししたいと思っております。これは、

50 年間の協力関係、姉妹都市関係、あるいは今のべたよ

うな友情の印としての記念品です。

　木製の板の上の太陽です。太陽はサンモリッツのシンボ

ルです。倶知安とサンモリッツに幸せと光と命が授けられ、

それが今後も続いていきますように。二つの町の姉妹都市

関係が今後も続いていくためのシンボルになってほしいと

思っています。

　最後になりましたが、若い世代の活動のおかげで、倶知

安とサンモリッツの友情が今後もさらに強まり、緊密に

なっていくと私は確信しております。前の世代が 50 年前

に始めたことは、さらに拡大されるにせよ、同じスタイル

で受け継がれていくべきものです。ご清聴ありがとうござ

いました。
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アスプリオンサンモリッツ市長の式辞

　ご来場の皆さま、姉妹都市友人の皆さま、駐日スイス大

使ブーヘル閣下ご夫妻、私と一緒に行政の仕事をしており

ますウルファー、シャフナー、ピロラ、ルミナティ、シュ

テヒャーシティマネージャーにとりましても、私にとりま

しても、こうして皆さまと姉妹都市提携 50 周年を祝える

ことは、大きな喜びであります。

　50 年は長い期間です。50 年は半世紀。50 年はほぼ 2 世

代に匹敵します。この間に、世の中は根本から変わりまし

た。

　60年代は新しい時代の幕開けでした。テクノロジーの時

代。日本は、その当初から先端を歩んでおられました。日

本で発明されたものは、ヨーロッパにも、スイスにも非常

に大きなインパクトを与えました。日本、という国の全く

違う面を知りました。

　通信技術、自動車市場、カメラ、ファッション、先端技術。

日本はスイスに多くの最先端のものを見せ、ヨーロッパは

突然日本に注目し、突如として日本は一つのモデルになり

ました。信頼性のモデル、真似る価値のあるモデルです。

　このような中で、倶知安とサンモリッツは誰もしたこと

がないことを成し遂げました。姉妹都市の提携です。50 年

前には他の町は成しえなかったことでした。

　二つの冬のリゾート地。地理的にも似通った町がその特

徴を突き合わせ、協力関係の新しいモデルを生み出そうと

しました。

　今日、私たちはそれが成功したと誇らしげに言うことが

できます。私たちのモデルは 50 年経った今でも存在し、

今でも新しく機能しています。

　倶知安とサンモリッツは 50 年前に最先端を歩み、新し

い協力関係に着手し、それは今でも続いています。

　この友好関係をさらに強化するために、倶知安を訪問す

ることができたことを誇りに思っています。

この 50 年間に始め、継続している事業を今後も続けてい

きたいと願っています。特に学生交流を続けていきたいで

す。倶知安、サンモリッツの生徒にとって、新しい国、新

しい文化を知り、新しい人々と知り合うまたとない機会で

す。二つの町の若者にとっては、唯一の機会とすら言える

かもしれません。

　倶知安もサンモリッツも冬のリゾート地です。私たちは

観光、地域の美しさによって生活しています。それが二つ

の町を強く結びつけています。たとえ文化は異なっていて

も、同じ考え、同じ目的、同じ志をもっています。二つの

町の距離は遠くても、心はとても近いところにあり、似た

者同士です。

　これまで 50 年間、倶知安とサンモリッツは協力してい

ろいろな事業を行ってきました。それらを今後も継続して

いくことが大切です。また、倶知安とサンモリッツをさら

に近しいものとする新たな事業も共に立ち上げていきたい

と思っています。

　今日ここで、皆さまをご招待させていただけることを誇

りに思っています。それは 7 月初めに、新しい最先端で美

しいスポーツセンター「オーバベルバ」と、フォーラム「パ

ラセルサス」の開館へのご招待です。この二つが出来上が

るのを、私たちは長い間待ち望んでいました。というのも、

サンモリッツに足りないインフラであったからです。間も

なくスポーツセンターが開館します。子どももスポーツ選

手も、一般市民も観光客もこの施設を利用できるようにな

ります。

　倶知安町役場の方々と、姉妹都市の友人の方々を、名誉

ゲストとして心よりこの開館式にお招きいたします。

　先ほど述べました通り、開館式と同じ日に改築を終えま

したパラセルサスの落成式が行われることをお伝えできる

ことを嬉しく思います。姉妹都市倶知安はこの点でも重要

で中心的な役割を果たすのです。3500 年以上の歴史を持つ

水源をもつこの歴史的建造物の父親代わりとなるのが倶知

安町です。

　式典では、ウルス・ブーヘル駐日スイス大使や、

高橋はるみ北海道知事からも祝辞をいただきまし

た（高橋知事は所用により欠席のため、後志総合

振興局副局長による代読）。

　ブーヘル大使は祝辞の中で、「倶知安・サンモ

リッツ姉妹都市提携 50 周年というのは、人とし

ての友好関係をさまざまな形で育んでいく素晴ら

しい例です。倶知安とサンモリッツでこのために

尽力してくださった方々に、スイス政府、また私

から心より感謝申し上げます」とおっしゃってく

ださいました。

多くの方の祝福を受け

　倶知安とサンモリッツが 50 年という歴史を積

み上げることができたのは、それを支える多くの

方の助力があったからに他なりません。117 名も

の方々の祝福を受けられたことは、倶知安にとっ

ても、サンモリッツにとっても、何よりも名誉な

ことと言えます。
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友 好 を 確 か め 合 う　 歓 迎 レ セ プ シ ョ ン友 好 を 確 か め 合 う　 歓 迎 レ セ プ シ ョ ン

　式典後に行われた歓迎レセプション。開幕を

飾ったのは、役場職員を中心としたアルプホルン

の演奏です。アルプホルンは昭和 63 年にサンモ

リッツから寄贈された楽器で、しばらく吹き手が

不在でしたが、50 周年を記念してもう一度音色

を響かせるため、一夜限りの復活を果たしました。

友好の音色が響く

　続いて、倶知安とサンモリッツの友好を確かめ

合い、次の未来へとつないでいくため、「倶知安・

サンモリッツ姉妹都市提携 50 周年共同宣言」が

締結されました。

次の未来への一歩

倶知安・サンモリッツ

姉妹都市提携 50 周年共同宣言

　倶知安とサンモリッツが姉妹都市提携を結び、今年で 50

周年を迎えました。「東洋のサンモリッツ」と呼ばれる倶知

安と、世界に名だたるリゾート地であるサンモリッツの友

好は、1964 年に始まりました。両都市の姉妹都市は、日本・

スイス間における最初の姉妹都市であり、両国の友好にとっ

て大きな一歩となりました。

　以来 50 年間、私たちは数多くの交流を重ね、友好の絆を

深めてきました。姉妹都市提携 50 周年を迎えるにあたり、

未来に向けて、友好の絆をより一層深めるための交流事業

を推進することを、ここに改めて宣言します。

1　両都市は、日本・スイス間の最初の姉妹都市として、両

国の友好に寄与することを目指します。

2　両都市は、これまでの学生交流をさらに深化させ、次代

を担う国際的な人材の育成を共に目指します。

3　両都市は、互いの文化や慣習を尊重し、相互理解を深め

るため、住民同士の積極的な交流を促します。

平成 26 年（2014 年）5月 28 日

　倶知安、サンモリッツそれぞれから記念品が贈

呈されました。倶知安からはアイヌ文様を設えた

タペストリーを、サンモリッツからはシンボルで

ある太陽が飾られた盾が贈られました。倶知安か

らのタペストリーは、日本・スイス国交樹立 150

周年を記念し、スイス大使館にも贈られました。

友好の証

共同宣言に署名する福島町長とアスプリオン市長

　その後は、日本舞踊や民謡などが披露される

中、歓談のひと時を過ごしました。会場には屋台

が出店しており、そこでは倶知安名物「豪雪うど

ん」が振る舞われました。会の終盤には、餅つき

体験が実施され、サンモリッツの方々も法被を着

て餅つきに挑戦していました。短い時間ではあり

ましたが、サンモリッツの方々をおもてなしした

い、友好を深めたいという思いに溢れた歓迎レセ

プションとなりました。サンモリッツの方々も、

とても満足しておられたようです。

サンモリッツの方々をおもてなし
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公 式 訪 問 団　14 年 ぶ り サ ン モ リ ッ ツ へ公 式 訪 問 団　14 年 ぶ り サ ン モ リ ッ ツ へ

　倶知安・サンモリッツ姉妹都市提携 50 周年を

記念し、7 月 2 日から 7 月 5 日までの 4 日間、福

島町長をはじめとする公式訪問団 23 名がサンモ

リッツを公式訪問しました。サンモリッツへの訪

問は 14 年ぶり 4回目です。

〈倶知安公式訪問団〉　　

　福島世二倶知安町長、鈴木保昭倶知安町議会議

長、西田信、髙橋多美枝、小野幸子、荒野洋子、

佐藤英俊、滝口直寿、寺田久美子、名畑ハル、菅　

幸子、岡本紗季、山本晶子、永江美智子、田中義

人、白木茂、九津見真由美、福井健康、中村美穂、

柴勤、釜江良尚、中村孝弘商工観光課長、久佐賀

輝子広報広聴係長以上 23 名。

　7 月 2 日夕方、チューリッヒ空港からバスで約

3 時間半かかり、ようやくサンモリッツへ到着し

ました。雨模様ではありましたが、実際の風景、

街並みは、想像以上に美しいものでした。

　街中の歓迎会場前広場では、吹奏楽の演奏によ

る歓迎を受けました。会場に入ると、ウェルカム

ドリンクや軽食が用意されており、アスプリオン

市長から歓迎のお言葉をいただきました。本場ア

ルプホルンの演奏もあり、たくさんのサンモリッ

ツ市民の方が、訪問団を歓迎してくださいました。

　

　

　

　

  

　

　歓迎会場から場所を移して夕食会が行われまし

た。ここでも長時間にわたり市の関係者などサン

モリッツの方々とお話をして交流し、親睦を深め

ました。

公式訪問団 23 名がサンモリッツ訪問

サンモリッツへ到着 歓迎夕食会
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　7 月 3 日（木）は、朝から学校を訪問しました。

学校に着くと、子どもたちが民族衣装に身をつつ

み、歌でお出迎えをしてくれました。天気にも恵

まれ素晴らしい山々の景色の中、記念写真を撮り

ました。校内では、教育システムについての説明

を受けました。サンモリッツでは 12 歳で子ども

の状況にあわせたコースを選択し、個性を伸ばす

ことを重要視しています。説明後は、校内の技術

室、調理室などを見学させていただきました。

　

　

　

  

　

　学校訪問の後、水力発電施設へ行きました。水

力発電についての説明を受けた後は、稼働前の水

力発電施設内を見学させていただきました。サン

モリッツではサンモリッツ湖の水を熱エネルギー

に変え、水力発電として各家庭に供給しています。

自然環境に配慮し、火力発電から水力発電への移

行をしており、現在では全体の 7割を水力発電で

まかなっています。　

　セガンティーニ美術館では、晩年をエンガディ

ン地方で過ごしたセガンティーニの絵画を鑑賞し

ました。日本語音声ガイダンスを使いながら、ア

ルプス三部作（生・自然・死）など迫力ある絵画

を各自鑑賞することができました。

サンモリッツの施設を見学
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　夕食会では各テーブル終始和やかな雰囲気で、

サンモリッツの方々と公式訪問者が交わり、歓談

していました。夕食会の終盤では、公式訪問団の

一人で書家の荒野洋子さんが書道を披露しまし

た。「瑞西と日本の友好親善」「サン・モリッツ市

と倶知安町と姉妹都市五十周年記念」という 2種

類の書を書きあげました。サンモリッツの皆さん

は、荒野さんの書く姿や書かれる字を興味深く見

つめていました。実演披露のほかにも、力強く書

かれた「碑」という字の書もアスプリオン市長へ

贈呈しました。

　

　

　ピッツネイルという山へは、ケーブルカーと

ロープウェイにより登りました。ロープウェイで

は、普段は停まらないワールドカップのスタート

地点で特別に停まり、降り立つことができました。

　

　ピッツネイルでの昼食会では、観光局とスキー

スクールからのお話がありました。観光局は平成

18（2006）年住民投票により正式な観光局として

承認されました。当初は 1つのゲマインデ (地方

自治体）により設立されましたが、現在は 13 の

ゲマインデで成り立っています。

　サンモリッツの冬の観光は 150 年もの歴史があ

り、過去に 2回の冬季オリンピックや 3回のワー

ルドカップが行われています。平成 29（2017）

年にもワールドカップが行われる予定です。

　

　夕食会も山の方にあるレストランで行われまし

た。昼間と同様ケーブルカーに乗り、会場へ向か

いました。

夕食会で書道の披露

ピッツネイルへの登頂
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　滞在 3 日目 7 月 4 日（金）は、サンモリッ

ツに新しくオープンするスポーツ・スパ施設

Ovaverva（オーバベルバ）をオープン前に見学さ

せていただきました。プール、温泉、サウナ、ト

レーニングルーム、リラグゼーションルームなど、

見学する場所のすべてが豪華で、サンモリッツに

また名所が一つ増えました。たくさんの方が利用

し、にぎわいをみせることでしょう。

　

　

　

　スポーツ・スパ施設見学後は、1800 年半ばに

建てられ、2 年前から修復工事が行われていた

Forum Paracelsus( フォーラム　パラセルサス）

という公共施設のオープニングセレモニーへ出席

しました。このセレモニーには、倶知安からの訪

問団の席が最前列に用意されておりました。そこ

では、倶知安とサンモリッツの記念盾の除幕式も

行われました。

　この施設はもともと水や泉に関する施設という

こともあり、施設内には倶知安の水や川に関する

ものや、景色などのパネルの展示もしていただき

ました。

　

　夜に行われる姉妹都市提携 50 周年記念式典の

ため、一度宿泊ホテルに戻りました。準備をして

待っていると、二頭立ての馬車が 3台お迎えに来

ました。このような配慮に誰もが驚いていました。

あいにくの雨ではありましたが、訪問団は、3 台

の馬車に分かれて乗り込み、サンモリッツの街中

を馬車に揺られながら、優雅な気分でホテルに向

かいました。

　ホテルに到着すると、ドリンクと軽食が用意さ

れており、交流が始まりました。アスプリオン市

長、サンモリッツ市議会議長、福島町長からは

50 周年を記念しての挨拶が行われました。

サンモリッツに新たな施設 姉妹都市提携 50 周年記念式典



-24-

姉妹都市提携 50 周年交流晩餐会

　ホテルの会場を移動し、交流晩餐会が行われま

した。会場の入り口には、前日荒野洋子さんが書

いた書が飾られていました。一緒に倶知安での記

念式典の際に贈呈したタペストリーも飾ってくだ

さっていました。滞在中は随所にサンモリッツの

方々のおもてなしの心が見られましたが、特に心

遣いを感じられる場面でした。

　会場ではチェロやアコーディオンなどによる生

演奏で交流晩餐会がスタートしました。生演奏の

後は、サンモリッツの民族衣装を着た方々のスイ

ス舞踊が披露されました。倶知安訪問団は、用意

していたじゃが音頭の曲にあわせ、じゃが踊りを

披露ました。踊っていると途中から、サンモリッ

ツの方々もその輪に加わり、一緒にじゃが音頭を

踊り、和やかなひとときを過ごしました。

　折り紙を用意していった訪問団は、食事を楽し

む合間に折り紙で鶴や兜、奴さんなどを折ってみ

せ、隣席の方や同じテーブルの方々に教えながら

一緒に折り紙での交流を図りました。

　荒野洋子さんは、前日夜や当日朝のうちに色紙

に書を書き、晩餐会に出席されたサンモリッツの

方に字の説明をしながら手渡すと、皆さん大変喜

んで受け取っていました。

　晩餐会の終盤には、訪問団が持参した「豪雪う

どん」を会場ホテルの厨房にまで入らせていただ

き、訪問団の小野幸子さん指導のもと、調理し、

メニューとして出していただきました。気圧が高

いため、ゆで時間が日本の 2倍ほどかかったよう

です。できあがった「豪雪うどん」は、サンモリッ

ツの方々にも好評だったようで、おかわりした方

もいたようです。

　サンモリッツ最後の夜の交流晩餐会は夜遅くま

で続き、最後には、アスプリオン市長から、一人

一人にチョコレートのお土産もいただきました。

　

　

　サンモリッツ4日目7月5日（土）は、サンモリッ

ツ最終日です。早朝出発にもかかわらず、アスプ

リオン市長をはじめ、市の関係者がお見送りにホ

テルまでいらしてくださいました。福島町長はア

スプリオン市長にこの 4日間のお礼を述べ、サン

モリッツを後にしました。

　

サンモリッツ出発

町長からも書をプレゼントしました。



町 民 海 外 研 修 事 業 報 告 会町 民 海 外 研 修 事 業 報 告 会

　8 月 25 日（月）、消防総合庁舎 2 階会議室にお

いて、町民海外研修事業報告会を行いました。

　町民海外研修事業には 19 名の町民の方々が参

加しており、7 月のサンモリッツ訪問時にも同行

しました。

　報告会には、海外研修事業参加者、姉妹都市提

携 50 周年記念事業実行委員長、役場職員や住民

の方が参加しました。会の冒頭で町長から、誰一

人体調を崩すことなく、さまざまな交流事業と研

修を行って、大変貴重な経験をして、皆さん元気

に帰ってこられたことを嬉しく思うとの挨拶があ

りました。

　海外研修事業の報告会ではありますが、姉妹都

市提携 50 周年記念事業の一環ということを踏ま

え、5 月 27 日～ 29 日のサンモリッツ公式訪問団

来町と、6月 30日～ 7月 9日のスイス・サンモリッ

ツ訪問について、スライドショーを用いた簡単な

報告を行いました。報告会参加者の皆さんは、ス

ライドショーに映る写真や動画を見て、当時の様

子を思い出したり、初めて見るサンモリッツの様

子に驚きの声をあげたりしていました。

　スライドショーによる報告の後、海外研修参加

者の方々から、サンモリッツを訪問しての感想や

意見を述べてもらいました。

　景色の美しさ、質の高いおもてなし、観光地と

しての魅力など、さまざまな視点から語っていた

だきました。

　中でも多くの方が「とてもきれいな町」だった

と語りました。きれいと言っても、景観の美しさ

だけを指しているわけではありません。道端の雑

草はきれいに整備されており、ごみ一つ落ちてい

なかったそうです。サンモリッツが「トップ・オブ・

ザ・ワールド」を自称し、それを誰もが認めてい

る、その理由の一つが「きれいな町」であること

が分かります。海外研修事業参加者の方々も、「世

界トップの観光リゾート地と姉妹都市であること

を誇りに思い、サンモリッツから多くを学ぶ必要

がある。今回の研修で得たことを今後のまちづく

りに活かしていきたい」と話していました。

サンモリッツ訪問で得たこと

　報告会の終盤、記念事業実行委員会の本田委員

長から次のような挨拶がありました。

　「サンモリッツと、あのトップオブザワールド

と姉妹都市を組んだ 50 年前の先人たちは、すご

いなと非常に感じております。我々は、ニセコら

しさをどう維持して、どのように磨き上げていく

べきか。長期的な視野に立って、行政と民間が一

緒になって、倶知安という地域を作っていかなけ

ればならないと思います。」

　町民海外研修事業に参加された方々は、民間目

線でサンモリッツと倶知安を比較し、気づいたこ

とをこの報告会で話してくださいました。その中

には、倶知安の抱える課題や、目指すべき姿につ

いて多くの提言がありました。それらを、行政と

民間が一体となって、一つ一つ形にしていく取り

組みが、これから始まります。
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昭和 39 年

（1964 年）

昭和 43 年

（1968 年）

昭和 47 年

（1972 年）

昭和 57 年

（1982 年）

昭和 58 年

（1983 年）

昭和 59 年

（1984 年）

昭和 61 年

（1986 年）

2月

3月

6月

2月

2月

2月

11 月

8 月

6 月

インスブルック冬季五輪視察のため渡欧中の高橋清吉町長がサンモ

リッツを訪れ、Ｈ・サルトモ氏と会見、姉妹都市提携の合意を得る。

倶知安町議会で姉妹都市提携議決。（3/19）

サンモリッツ議会で倶知安町の提携申し入れを議決。（6/11）

日本、スイス両国間の姉妹都市提携国内第 1 号。海外都市との姉妹提

携は札幌・旭川に次ぎ、道内自治体では 3 番目。これに前後して、町

理事者・議員から児童レベルまでの相互物的交流始まる。

提携後初の人的交流。吉田冨美雄町長がサンモリッツ訪問。

姉妹提携後は人的交流

ギオバニー・ブッヒャー駐日大使および、札幌冬季五輪出場のサンモ

リッツ出身選手が来町。

サンモリッツスキー学校教師が来町。旭ヶ丘で歩くスキーを指導。

サンモリッツへ初の民間訪問団（名畑暢夫団長ら 23 人）。

倶知安町で姉妹都市提携 20 周年記念展開催。

倶知安町で姉妹都市資料展開催。

サンモリッツから初の公式訪問団（コラド・ジョバノーリ市長夫婦ら

9 人）が来町し、「ふれあいの夕べ」などでなどで町民と交歓。東小学

校で児童とも交流。

倶知安・サンモリッツ　友好の足跡
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昭和 63 年

（1988 年）

平成元年

（1989 年）

平成 2年

（1990 年）

平成 3年

（1991 年）

平成 6年

（1994 年）

7月

9月

7月

12 月

1 月

9 月

6 月

7 月

10 月

7 月

姉妹提携 25 周年記念事業として、サンモリッツから「アルプホルン」

3本の寄贈を受け、町でも同ホルン 4本を購入。

サンモリッツへ初の公式訪問（宮下雄一郎町長ら 26 人）。

第 8 回羊蹄登山リレーマラソンに、サンモリッツから初めて３人の選

手が出場。

町内にアルプホルン演奏グループ「アルプス音楽隊」が結成。

スポーツ交流が本格化

サンモリッツへ第 2 回公式訪問（サンモリッツ観光局 125 周年記念式

参加のため）宮下雄一郎町長ら 21 人。

アルプホルンの追加購入。

倶知安町内の時報チャイムを「アルプホルン」の音色とする。

（曲名：青いジュラ山で）

スイス・シュタフルマラソンに倶知安町から初めて 7 選手参加（羊蹄

登山リレーマラソン実行委が選手選考）。

第 10 回羊蹄登山リレーマラソンにサンモリッツ・倶知安町混成チー

ムが出場、完走する。

サンモリッツから第 2 回公式訪問団（倶知安町開基 100 年記念行事へ

の招待）市長ら 15 人来町。倶知安小学校訪問、百年の森での記念植

樹など行う。

イェヌー・シュテヘリン駐日大使ら来町。
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平成 7年

（1995 年）

平成 8年

（1996 年）

平成 9年

（1997 年）

平成 10 年

（1998 年）

平成 11 年

（1999 年）

6月

9月

7月

10 月

9 月

10 月

6 月

ベルギュン国際ケッシュリレー競技大会へ、倶知安町から 7 人の選手

が参加し完走。

青少年派遣始まる

地元中・高校生 2人を初めてサンモリッツへ派遣。

サンモリッツ駐在通信員としてラインハルト・ポーリンガーさんを委嘱。

羊蹄登山リレーマラソンにサンモリッツチームが出場し、70 チーム中

8位と健闘。

第 2回青少年派遣交流で地元中学生 2人がサンモリッツへ。

サンモリッツから始めての留学生 2人が来町。

町民海外研修団がサンモリッツを訪問。サンモリッツ関係者との協議

で、スキーインストラクターの相互派遣など 4項目について基本合意。

第 3回青少年派遣交流で地元高校生 3人がサンモリッツへ。

姉妹都市提携 35 周年を記念し、サンモリッツのペーター・バルトウ

市長ら 4 人が、第 3 回公式訪問団として来町。町民交流会や北陽小学

校訪問などを行う。

通信員制度の充実など 4 点にわたる姉妹都市交流事業に合意し、調印

式を行う。

サンモリッツ駐在通信員の

ラインハルト・ポーリンガーさん
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平成 12 年

（2000 年）

平成 13 年

（2001 年）

平成 14 年

（2002 年）

平成 15 年

（2003 年）

1月

6月

10 月

3 月

5 月

3 月

7 月

10 月

初のスポーツ交流として、サンモリッツからスキーインストラクター

が来町。町民スキー教室などで交流。

サンモリッツへ、10 年ぶり 3回目の公式訪問。

第 4回青少年派遣交流で地元中学生 2人がサンモリッツへ。

スポーツ交流として、倶知安町側からスキー場関係者2人をサンモリッ

ツへ研修派遣。

学生交流としてサンモリッツから 3 姉妹の高校生が来町。地元高校生

らと交流を図った。

スポーツ交流として倶知安町側からスキー場関係者 2 人をサンモリッ

ツへ派遣。（平成 13 年に続き 2度目）

サンモリッツから就職実習生 3 人が来町。町内の公共施設の視察など

を行う。

第 5回青少年派遣交流で地元中高生 3人をサンモリッツに派遣。
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平成 16 年

（2004 年）

平成 17 年

（2005 年）

平成 18 年

（2006 年）

平成 19 年

（2007 年）

平成 20 年

（2008 年）

平成 21 年

（2009 年）

3月

2月

7月

5月

10 月

2 月

7 月

8 月

12 月

19 日、姉妹都市提携 40 周年を迎えた。

スポーツ交流として倶知安町側からスキーインストラクター兼通信員

1人をサンモリッツへ派遣。（平成 15 年に続き 3度目）

サンモリッツから中高生 2 人が来町。地元中高生らと交流をはかるな

どした。

サンモリッツ市長はじめ自治体関係者 5 名が倶知安町へ親善訪問。サ

ンモリッツ大橋など視察、町内民間団体との交流。

第 6回青少年派遣交流で地元高校生 3人をサンモリッツに派遣。

在スイス兼リヒテンシュタイン大使阿部信泰氏が来町、スイス観光産

業の現状などを講演した。

サンモリッツから中高生 2 人が来町。地元中高生らと交流し、日本文

化の体験などを行った。

青少年派遣交流事業中止。（新型インフルエンザのため）

姉妹都市提携 45 周年を記念し、サンモリッツへ絵画（作・徳丸滋氏）

を贈呈。
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平成 22 年

（2010 年）

平成 23 年

（2011 年）

平成 24 年

（2012 年）

平成 25 年

（2013 年）

平成 26 年

（2014 年）

9月

10 月

11 月

8 月

10 月

5 月

7 月

9 月

第 7回青少年派遣交流で地元中高校生 2人をサンモリッツに派遣。

サンモリッツから高校生 2 人が来町。地元中高生らと交流し、日本文

化の体験などを行った。

第 8回青少年派遣交流で地元中高校生 2人をサンモリッツに派遣。

サンモリッツ姉妹都市提携 50 周年記念事業実行委員会発足。

サンモリッツから高校生 2 人が来町。地元高校生らと交流し、日本文

化の体験などを行った。

姉妹都市提携 50 周年を迎える。

サンモリッツから市長含む 6名の自治体関係者が公式訪問。

倶知安・サンモリッツ姉妹都市提携 50 周年記念式典を開催。

ウルス・ブーヘル駐日スイス大使夫妻が来町。記念式典に出席。

福島世二町長はじめ 23 名の公式訪問団が 14 年ぶりにスイス・サンモ

リッツを訪問。倶知安・サンモリッツ姉妹都市提携 50 周年記念式典

に出席。

第 9回青少年派遣交流で地元中高生 2人をサンモリッツに派遣。
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